平成29年度

経営発達支援事業 「伴走型小規模事業者支援推進事業」報告（抜粋）

１．地域の経済動向調査に関すること
平成２９年 ２月～平成２９年 ４月分
平成２９年 ５月～平成２９年 ７月分
平成２９年 ８月～平成２９年１０月分
平成２９年１１月～平成２９年１２月分

平成２９年 ６月作成
平成２９年 ９月作成
平成２９年１２月作成
平成３０年 ２月作成

２．事業計画策定支援に関すること
①【雇用計画作成セミナー】
講師
中小企業診断士 森 昭彦氏
平成２９年 ７月２７日（木） 午後６時３０分～午後９時３０分 受講者 ５名
８月１０日（木）
〃
受講者 ４名
②【販売計画作成セミナー】
講師
中小企業診断士 森 昭彦氏
平成２９年 ９月 ７日（木） 午後６時３０分～午後９時３０分 受講者 ８名
９月１４日（木）
〃
受講者 ８名
９月２１日（木）
〃
受講者 ６名
③【持続化事業計画作成セミナー】講師 中小企業診断士 森 昭彦氏
平成２９年１２月１２日（火） 午後６時３０分～午後９時３０分 受講者 ７名
１２月１４日（木）
〃
受講者１０名
平成３０年 １月１２日（金）
〃
受講者 ８名
④【設備投資事業計画作成セミナー】講師 中小企業診断士 森 昭彦氏
平成３０年 ２月１５日（木） 午後６時３０分～午後９時３０分 受講者 ２名
２月２０日（火）
〃
受講者 ２名
２月２６日（月）
〃
受講者 ２名
⑤【創業スクール体験講座】メイン講師 中小企業診断士 石川 聖子氏
平成２９年 ８月１９日（土） 午前１０時 ～ 正午
受講者４５名
【創業スクール】
平成２９年 ９月２３日（土） 午前９時３０分～午後４時３０分 受講者４０名
９月３０日（土）
〃
１０月 ７日（土）
〃
１０月１４日（土）
〃
１０月２１日（土）
〃
※各セミナー・スクール開催後、フォローアップ個別相談会等を開催した
３．事業計画策定後の実施支援に関すること
ア．フォローアップセミナー
①【雇用計画フォローアップセミナー】講師 中小企業診断士 森 昭彦氏
テーマ
「社員のモチベーションを高めるために」（人材育成編）
開催日 平成２９年１０月２６日（木）午後６時３０分～午後９時３０分 受講者 ７名
②【創業フォローアップセミナー①】講師 栗本 恭子氏（株）Women's Future Center代表
テーマ
「問題解決と情報収集・情報発信」
開催日 平成２９年 ８月１９日（土）午後１時～午後４時 受講者８４名（交流会含）
③【創業フォローアップセミナー②】講師 鈴木 カナコ氏 boki cafe 代表
テーマ
「経営者なら知っておきたい 会計と税金とお金の基本」
開催日 平成２９年１１月１１日（土）午前９時～午後１２時 受講者１０名
１１月１８日（土）
〃
受講者 ９名
１１月２５日（土）
〃
受講者 ６名
イ．フォローアップ個別相談会
①【雇用計画作成 個別相談会】
相談員
開催日
平成２９年 ８月２２日（火）
９月 ５日（火）
②【販売計画作成 個別相談会】
相談員
開催日
平成２９年 ９月２７日（水）
１０月１１日（水）
１０月１２日（木）

中小企業診断士
３件
２件
中小企業診断士
４件
２件
３件

森

昭彦氏

森

昭彦氏

③【雇用計画・販売計画作成 共通個別相談会】相談員 中小企業診断士 森 昭彦氏
開催日
平成２９年１１月１６日（木） ３件
１１月２１日（火） ２件
１１月２８日（火） ６件
④【持続化事業計画作成 個別相談会】 相談員 中小企業診断士 森 昭彦氏
開催日
平成３０年 １月２３日（火） ６件
２月 １日（木） ３件
２月 ８日（木） ７件
⑤【創業フォローアップ 個別相談会】 相談員 中小企業診断士 石川 聖子氏
開催日
平成２９年１２月１１日（月） ７件
１２月２２日（金） ７件
ウ．創業支援関係者（スクール卒業生、受講生、創業者）向けポータルサイトの作成
情報の発信（セミナー開催案内、創業者の紹介など）に活用
４．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
①「大和郡山フェア」の開催（イオンリテール株式会社との共催）
開催日
平成２９年６月２日（金）～６日（火） ５日間
午前１０時～午後８時 （最終日午後６時まで）
開催場所
イオンモール大和郡山内 催事場他
出店事業者数 １０事業所
②「ビジネスマッチなら」奈良県商工会連合会・橿原商工会議所主催への商談会及び
出展参加の推進と事前支援・事後支援
開催日
平成２９年１０月１８日（水）～１９日（木）
開催場所
橿原神宮 崇敬会館・神宮会館
参加事業所数 登録事業所数 ３８社、商談事業所数 ２３社、総商談件数 ８６件
展示ブース出展事業所数 ２社
③「第２３回グルメ＆ダイニングスタイルショー春２０１８」へ出品
開催期間
平成３０年２月８日（木）・９日（金）
開催場所
東京ビッグサイト（東京都江東区）
出品商品
オレンジショコラ（甘露堂本舗）
④「ザ・ビジネスモール」活用セミナーの開催
出席者 １６名（職員含）
開催日時
平成３０年１月２５日（木） 午後３時～午後４時３０分
講
師
大阪商工会議所 経営情報センター ビジネスモール事務局 西村英幸氏
内
容
中小企業の販路開拓の現状と課題、ザ・ビジネスモールでできること
※セミナー開催後に新たな登録企業数 ５社
(4-2)地域経済の活性化に資する取り組み
１．異業種交流会の開催
①元気城下町クラブの共催
開催日・場所
平成２９年１０月１９日（木） グランドサンピア奈良
平成３０年 １月 ９日（火） まいどほーる（商工会館）
２．商業集積地における流入人口の増加と資金循環への取り組み
①商店街支援の取り組み
地域活性化アドバイザーによる商店街等の事業支援
アドバイザー：堀 登志子氏
支 援 先 ：えきまえ市（近鉄郡山駅前周辺）
②大和な雛まつりの開催
開催期間：平成３０年２月２４日（土）～３月４日（日） ９日間
開催場所：城下町一帯
参加事業所数：展示参加事業所数（町屋、寺社等を含む） １４２ヶ所
来場者数：メイン会場「町家物語館」７，９８２名、「箱本館」５，８５０名

